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東京東大和ロータリークラブ例会報告
第２５８０地区テーマ 『感動と調和』
ガバナー 吉田 雅俊
RI 会長
イアン H．S．ライズリー

クラブテーマ

第 2211 回
2017.7.4

『楽しく魅力あるロータリー
ライフを過ごすためには』

第 46 代

クラブ会長 虎井 廣志

木槌の引き渡し：浦川哲男直前会長から虎井廣志会長へ

点鐘 ： 虎井 廣志 会長
・いよいよ今日から 2017～2018 年度の最初の例会となります。若干緊張しています
が、ポケットに蚊取り線香の緊張を入れています(笑)。これからどのように運営して
いくか不安感でいっぱいですが、取り敢えずやるだけの事やって後は、ケ・セラ・セラ
かなと思っております。それでは、第２２１１回例会を始めます。

ソングリーダー ： 金野 眞一 会員
・国家並びに
ロータリーソング
「奉仕の理想」斉唱

生演奏：虎井廣志会長、高木 裕会員

お客様紹介 ： 虎井 廣志 会長
多摩分区直前

多摩分区直前

ガバナー補佐

分区幹事

石川

加羽澤光輝様

彌八郎様

・ 例会場：〒207-0022 東大和市桜が丘 1-1330-19
・ 例会日 ： 毎週火曜日 12:30～13:30
ＢＩＧＢＯＸ東大和内
・ 創 立 ： 1972 年 2 月 23 日
TEL 042-566-6411
・ 認 証 ： 1972 年 3 月 3 日
・ 事務局：〒207－0014 東大和市南街 5－89－11 2Ｆ ・ 日本ＲＣ認証 №1100
TEL 042-564-8338 FAX 050-3488-1715
・ E-mail : info@higashiyamato-rc.org

会務報告 ： 虎井 廣志 会長
・特にないのですが・・・一つだけ。活動計画書が殆ど出来上がったのですが

、

佐藤公兒会員だけの写真がありません。それが揃えば完成します。次回の例会には、
お配りできればと思っています。

。

幹事報告 ： 藤宮 志津子 幹事
①『ロータリーの友』『ガバナー月信』が届いています。
②２月地区大会に関する事前連絡です。
２月２０日(火)・２１日(水)多くの皆様にご参加賜りたく、今からご予定に入
れて戴きますようお願い申し上げます。
③先日『７月例会のご案内』をお配りしました。必ず出欠のお返事を本日中にお
願いします。
④地区の役員・委員に委嘱状が届いています。

左より金野眞一分区幹事・波多野永一ガバナー補佐
・虎井廣志会長・髙木 裕資金管理委員長・尾崎 誠職業奉仕員

お客様ご挨拶 : 多摩分区直前ガバナー補佐 石川 彌八郎様
・カントリージェントルマンの皆様、こんにちは。
昨年度は、ガバナー補佐を務めさせて戴きまして皆様方には、大変お世話になり有
り難うございました。本年はロータリーの友地区代表委員を務めることになりました。
ロータリーの友を読んで感想なり、具申なりを行う事が務めとなります。ロータリー
の友は、記事の内容よりも日本だけではなく世界各地のクラブの活動を知り、自クラ
ブの活動の参考にして欲しい情報誌だと言うことです。この事を各クラブに知らせ
る事も仕事です。地区代表と言う事なので、沖縄を含めた５分区を回れと言われておりますが、出来る事と出来な
い事が有りますができるだけ頑張っていきたいと思っています。本日は、有り難うございました。今年度も宜しくお
願い致します。

お客様ご挨拶 : 多摩分区直前幹事 加羽澤 光輝様
・皆様、こんにちは。

１年間振り返ってみますと、あっという間に過ぎました。石川ガ

バナー補佐と 1 年間ともに活動してきました。今日二人でしているネクタイですが、
昨年度のテーマネクタイです。これをするのも今日で最後です。寂しい気もしますが、
これからは自クラブの活動のために集中していきたいと思います。昨年度は、大変お
世世話になり、本当に有り難うございました。

委員長報告 ： 木下 富雄 親睦委員長
・来週の夜間例会のご案内です。納涼会と言う形で開催します。
皆様方のご参加の程宜しくお願いします。

委員長報告 ： 髙木 裕 プログラム委員長
･7 月 1 8 日と 2 5 日の例会ですがヽ各委員長方針のご説明と言う事になります。石
井事務局より連絡が行っていると思いますが、掛け持ち委員長の方には、１委員会あ
たり４分ですのでご準備の程宜しくお願いします。

出席報告 ： 岩田 英樹 出席委員長

会員数

出席者

出席率

修正

23 名(免除者 2 名)

17 名（免除者 1 名)

76.19％

なし

ニコニコ発表 ： 安岡 伸雄 親睦委員
直前ガバナー補佐石川彌八郎様・分区７幹事７加羽澤光輝様
一年間有がとうございました。他では得られぬ勉強をすることができました。
感謝いたします。
藤宮志津子幹事
鳩貝次男会員

本日より 1 年間皆々様のお力添えよろしくお願い申し上げます。
新年度を迎え虎井会長・藤宮幹事さんをはじめ新役員の方々よろし

くお願いします。
守重勝弘会員

直前ガバナー補佐

石川彌八郎様、直前分区幹事

加羽澤光輝様、賜わりましたご指導に感謝申

し上げます。浦川さん、安部さん 1 年間ありがとうございました。虎井会長、藤宮幹事この 1 年間健
康に留意されご活躍下さい。
森田憲治会員

直前多摩分区ガバナー補佐石川様、分区幹事加羽澤様一年間ご苦労様でした。

波多野永一会員

石川直前ガバナー補佐・加羽澤直前分区幹事 1 年間御苦労様でした。今後共御指導よろしくお願

いします。
虎井会長、藤宮幹事 1 年間よろしくお願いします。
金野眞一会員

虎井会長、藤宮幹事一年間ご指導よろしくお願い致します。
石川直前ガバナー補佐、加羽澤直前分区幹事様昨年度は大変ありがとうございました。
本年度も宜しくお願い致します。

岩田英樹会員

直前ガバナー補佐石川彌八郎様、直前分区幹事加羽澤様お疲れ様でした。今年度出席委員長の
岩田です。責任を果たして行きたいと思っています。今年も宜しくお願い致します。

浦川哲男会員

直前石川ガバナー補佐、直前加羽澤分区幹事、おつかれ様でした。一年間にわたりご指導いただ
きありがとうございました。

虎井会長、藤宮幹事いよいよ新年度が始まりますが、山あり、谷ありで大変だと思いますが楽しい
例会運営をよろしくお願いいたします。
尾崎

誠会員

安部琢正会員

虎井会長、藤宮幹事一年間よろしくお願い致します。
前年度多摩分区ガバナー補佐石川彌八郎様、前年度多摩分区幹事加羽澤光輝様

一年間大変お

世話になりました。
虎井会長、藤宮幹事 1 年間宜しくお願いします。
木下富雄会員

新年あけましておめでとうございます。虎井会長、藤宮幹事、今年も宜しくお願い致します。
私も１年生になりました。また、石川直前ガバナー補佐、加羽澤直前分区幹事大変お疲れ様でした。

記念月
守重

夫人 BD

勝弘会員（千代美様）

昨日が正にその日でありましたが、すっかり忘れていました。夜、娘がバースデーケ
ーキを持って来たので心を込めてハッピーバースデーの歌をうたいました。

浦川

哲男会員（治美様）

何才になってもうれしいと思います。７/２（日）に立川の伊勢丹でプレゼントを買って
さしあげました。

ニコニコ 本日計

４０,０００円

会長幹事の時間 ： 虎井 廣志 会長
・こんにちは。今年度は、歌舞伎を通じて、もっと良い物にして行こう。先日、歌舞伎の
件で打合せをしてきました。今まで背景が真っ黒でした。その背景に桜の木・土手・川
面を欲しいと交渉に行ってきました。そうした所、用意できますとの回答でした。会場
のサイズに合わせたスクリーンの背景を用意できますという事でした。本物のセット
を作ると大変なので、絵に描いた物がないかと思っていた所、有りました。 45 周年
でやった歌舞伎をせっかくですので、ロータリーの友へ昨日原稿を送りました。原稿の内容は『45 周年を迎えて
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東京東大和ロータリークラブ 浦川哲男一座丿当クラブは、創立 45 周年を迎えて平成 29 年５月

23 日にお祝いの会を開催致しました。５年後の 50 周年のことも有り、今回は細やかに行う事としました。（以下略
掲載されたらご一読下さい。）』ロータリーの友に掲載されるか解りませんが、歌舞伎等を通じてロータリーを楽しく
出来ればと考えております。皆様方のご協力を切に切にお願い申し上げる次第で御座いまする。 （声：会長のテー
マを聞きたいんだけど・・・）今年度のテーマは、『親睦』楽しくやろうです。とにかく楽しくやろうです。例会に来たら、
１回でも２回でも笑って戴ければと思っています。

藤宮 志津子 幹事
・１年間、皆様のご指導を仰ぎながら責務を全うさせて戴く所存で有ります故、どう
ぞ、諦めずに、優しく、細かく、丁寧に、ご忠言下さいますよう、宜しくお願い致します。
改めて、宜しくお願い申し奉ります。もっとうは、明るく楽しくスピーディ一にで御座
います。宜しくお願い致します。今日、四つのバラを付けてきたのですが、これは、四
つテストです。『1.真実かどうか

2. みんなに公平か

みんなのためになるか どうか』頑張ります。宜しくお願いします。
本年度 1 年間御協力よろしくお願いします。

3.好意と友情を深めるか

4.

